WeLOVE山陰キャンペーン
対象商品!!（鳥取県民限定）

WEB申込受付開始 6/4（金）10:00〜
コールセンター
6/ 7（月） 9:30〜
電話受付開始

鳥取 うまいもん
民限
県民
限定
鳥
取県
定!!!!
鳥取

[ご利用期間] 令和３年

6/18 ㈮ 7/31㈯
旅行代金 [割引後のお支払い実額（大人お一人様）]

2,800 円

グルメ旅 キキャャンンペペーーンン

（税込）

日帰り

鳥取県プレミアムクーポンが
1,000円付与され、
さらにお得!!

（2,800円‐1,000円で実質1,800円になります。）
メニューに鳥取県産の食材を使っています。

行程

ちょっぴり

旅行当日、
下記施設へ
お買物立寄りの方へお土産をプレゼント!!
6 お菓子の壽城

1 砂丘／砂丘センター

7 スウィートランドTAKARA

【料理名】

※1施設につき、お一人様1個をプレゼント。
（当日、3施設すべて立ち寄ってもOK！）
※予告なく、
休館となる場合があります。

4 5
米子市 6

鳥取和牛と７種の
海鮮焼きと3色丼
鳥取県産食材

鳥取砂丘
大山

7 倉吉市

3
8

申込締切日：旅行開始日の7日前まで

食事：朝×／昼○／夕×

8 かねまさ 浜下商店

境港市

●最少催行人員：各日2名様 ●添乗員は同行いたしません
●食事条件：昼食１回 ●申込金：旅行代金全額

ご自宅＝[お客様で移動]＝各施設＝
[お客様で移動]＝ご自宅

1

2

鳥取市

◆鳥取和牛陶板焼き

観光リフト券プレゼント!

※運休時は銘菓おやつ

デザート付!
砂わらび餅

orrii
T
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【お品書き】◆鳥取和牛陶板焼き ◆七種海鮮焼き
（カキ・ホタテ・サザエ・もさ海
老・のどぐろ・ハタハタ・イカ）◆三色丼（うに・イクラ・かに）◆お刺身（甘えび・
サーモン）◆中付け ◆お味噌汁

2 砂丘／砂丘会館

3 賀露／

天然海水いけす 海陽亭

【料理名】

因幡づくし御膳

【料理名】

お土産付!

鳥取県産食材
◆旬の桶盛り刺身５種盛り
◆鳥取県産牛の鉄板焼き
◆旬の煮魚
◆旬の焼き魚
◆鳥取生姜の佃煮
◆砂丘らっきょう

すなば珈琲
（ドリップコーヒー
2パック入り）

日本海会席

鳥取県産食材
◆賀露港朝獲れ刺身5種盛
◆地場赤かれい煮付
◆夏野菜の焚き合せ
◆鳥取牛の陶板焼き

デザート付!
らくだクッキー
付き
ミニ梨ソフト

【お品書き】◆旬の桶盛り刺身５種盛り ◆鳥取県産牛の鉄板焼き ◆
つみれ団子鍋 ◆旬の煮魚 ◆旬の焼き魚 ◆天ぷら盛り合わせ ◆茶
碗蒸し ◆鳥取生姜の佃煮 ◆旬の食材の釜飯 ◆砂丘らっきょう

4 境港／ 御食事処 弓ヶ浜（大漁市場なかうら）
【料理名】

【お品書き】◆先付 ◆賀露港朝獲れ刺身5種盛 ◆地
場赤かれい煮付 ◆夏野菜の焚き合せ ◆鳥取牛の
陶板焼き ◆茶碗蒸し ◆天婦羅 ◆海鮮ちらし ◆お汁

5 境港／お食事処 美なと亭（境港さかなセンター）
【料理名】

名物かにトロ膳

夏ちらし満喫プラン

鳥取県産食材

鳥取県産食材

◆かにトロ丼

◆海鮮夏ちらし寿司

◆旬の刺身盛り

◆夏牡蠣陶板バター焼き

お土産付!

デザート付!

どじょう掬い
まんじゅう

【お品書き】◆海鮮夏ちらし寿司 ◆天麩羅盛り合わせ ◆夏牡
蠣陶板バター焼き ◆野菜添え ◆炊き合わせ・小鉢 ◆茶碗
蒸し・味噌汁

【お品書き】◆かにトロ丼 ◆旬の刺身盛り ◆ボイルガニ半身 ◆するめ糀漬
◆香物 ◆かに汁 ◆どじょう掬いまんじゅう

コロナ
消毒の
感染対策 徹底

食 事 会 場 のソー
シャルディスタン
スでの席配置

お客様全員に、利用日前に健康
チェックシートを記入いただき、
体調管理をお願いします。

出発日当日に37.5 ℃以上
のお客様は、利用をご遠慮
いただく場合があります。

お食事会場は、事前に換気
と消毒をしております。

ご昼食施設

JAグループ鳥取 が 提案する 地産地消の旅

※ご希望の施設を下記からお選び下さい。施設により設定除外日・休館日があります。

「鳥取うまいもん」昼食プラン

地区

令和3年

6月18日(金)〜7月31日(土)
WeLOVE
山陰割引額

旅行代金

5,600円

お支払い実額

2,800円

2,800円

鳥取県プレミアム
クーポンお渡し額

昼食スタート時間を下記よりお選び下さい。

①11：00〜・②11：30〜・③12：00〜・④12：30〜・⑤13：00〜
●鳥取県プレミアムクーポンは大人メニューの方のみお渡し。
（お子様ランチ、幼児には付与されません。）
●鳥取県プレミアムクーポンお渡し後、旅行取消となった場合、プレミアムクーポンを
返却（送料お客様負担）
して頂くことになります。予めご了承ください。
●幼児（未就学児以下）は食事無し
（無料）の参加が可能となりますが、座席を準備しま
すのでお申込み時に必ずお申し出ください。

お子様ランチ／旅行代金（割引後のお支払い実額）

施設名

境港

賀露

お支払い実額

砂丘センター

小学生以下

930円

砂丘会館

小学生以下

940円

御食事処 弓ヶ浜
（大漁市場なかうら）

小学生以下

710円

お食事処 美なと亭
（境港さかなセンター）

小学生以下

940円

天然海水いけす 海陽亭

小学生以下

830円

日本有数の漁業基地ならではの魚介類を御堪能下さ 【除外日】
6月18･21･25･28
い。また併設の「大漁市場なかうら」にてショッピング
もお楽しみ下さい。
「がいな鬼太郎」
と
「一反もめん」 7月1・8・15・22・29
がお出迎えいたします。

お食事処 美なと亭（境港さかなセンター）【除外日】
全国有数の境漁港で水揚げされる山陰日本海の幸を
思いっきりご賞味ください!!併設の境港さかなセン
ターで新鮮な魚介類のショッピングもお楽しみいただ
けます。

お一人様（税込）

対象年令

砂丘会館

御食事処 弓ヶ浜（大漁市場なかうら）

1,000円

小学生以下の方で、下記料金にてお子様ランチが可能です。
（但し、鳥取県プレミアム
クーポンは付与されません。）
メニューは、お子様ランチ+ミニデザート
（又はミニ土産）
と
なります。
（各施設にてメニューは異なります。）

【除外日】
新しく生まれ変わった砂丘センターをぜひ御利用下さ 7月1・28
い。砂丘を一望できる客席、観光リフト、展望デッキ、 ※7月1（11:00〜12:00
たくさんのお土産をとりそろえております。エレベー
のスタート時間は除外）
ター有、バリアフリー。

鳥取砂丘の目の前に位置しており、砂丘観光に一番便 【除外日】
利な店舗です。最新式のトイレを完備した棟と、足の
7月1･15
不自由な方にも便利なエレベーター（15名乗り）
が設
置されています。

（税込）

（大人お一人様）
大人

砂丘

2,800円

旅行代金（割引後のお支払い実額）

除外日・休館日

砂丘センター

JAグループが提案する「地産地消の昼食プラン」は、地元鳥取県食材を利用した
昼食メニューです。各施設の趣向を凝らした昼食メニューをお楽しみください。

ご利用期間

施設名

6月18・23・24・29・30
7月1･2･7･8･12･14･
15･21･27･28
※6月18
（12:00〜以降は除外）

天然海水いけす 海陽亭
【除外日】
6月23･26･27･30
仲買人直営のお店で、店内には直接海水を引き込ん
7月3・4・7・10・11・14・17・
だいけすがございます。活白イカをはじめ、松葉がに、
18・21〜25･28･31
とらふぐ等、日本海より水揚げした活魚が色々泳いで 〈11:30〜スタートのみ
予約可能〉
います。新鮮な活魚をお楽しみいただけます。

【ご注意/割引額の受領について】
この旅行はWeLove山陰キャンペーンの対象商品とな
り、お客様は割引額を引いたお支払い実額をお支払いいただくことになります。鳥取県プ
レミアムクーポンは、施設確認書と一緒にお渡しします。
（お子様ランチ、幼児〈無料〉には
付きません。）
クーポンは対象となる土産店等でご利用いただけます。GoToトラベル事業
が再開された場合は、GoToトラベル再開発表日までにご予約されたお客様については、
WeLove山陰キャンペーンの対象となり、当旅行での契約となります。県内の新型コロナ
ウィルス感染状況によって、WeLove山陰キャンペーンが休止等になる場合があります。

ご予約からご出発まで

WEB予約の場合

クレジットカードのみでのお支払いとなります ★下記の専用ＱＲコード又は農協観光ホームページよりサイトへアクセスください。

WEB予約専用QRコードよりご予約・お申込み

クレジットカードで旅行代金決済

施設確認書をメール又は郵送にて送付

ご出発

Nツアーコールセンター・JA旅行センター予約の場合 ＪＡ旅行センターへ現金又はお振込みでのお支払い
JAでの
支払い場合

後日JA旅行センターよりお支払い
方法、今後のスケジュール連絡

コンビニ決済・
銀行振込決済

コールセンターより申込
書類関係・請求書を送付

請求書に基づいてお支払
請求書・決済書類に基づいて、
ご指定決済方法にてお支払

出発１週間前に施設確認書
をお渡し致します

ご出発

Nツアーコール
センターに電話で
ご予約申し込み

★振込手数料については、お客様にてご負担いただきますようお願いします。

JA旅行センター予約の場合
JA旅行センターに電話で
ご予約申し込み

特別な配慮が
必要な方は

JA旅行センターより
申込書類・請求書を送付

請求書に基づいてお支払

お客様の状況によっては、当初の手配内容に含まれていない特別な配慮、措置が必要になる可能性があります。詳細
は別途お渡しする
「旅行取引条件書面」の「3.お申し込み条件」を確認のうえ、特別な配慮・措置が必要となる可能性が
ある方は、
ご相談させていただきますので、必ずお申し出ください。

国内旅行総合
保険について

出発１週間前に専用
施設確認書をお渡し致します

ご出発

お客様が国内旅行行程中に、急激かつ偶然な外来の事故でけがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。
ま
た、事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金回収が困難な場合があります。
これらの移送費、
また、死亡・後遺障害等を補償す
る国内旅行保険にお客様自身でご加入されることをお勧めします。国内旅行保険については、弊社社員にお問い合わせください。

旅行条件（要約）
本旅行は次の条件に基づきます。

この旅行は（株）農協観光（観光庁長官登録旅行業第939号。以下「当社」
といいます。）が企画・
募集する旅行であり、
この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結するこ
とになります。
その他の旅行条件は、下記によるほか、別途お渡しする取引条件説明書面、契約書面、確定
書面（最終旅行日程表）、及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。
旅行代金に含まれるものは次のとおりです。
旅行日程に明示した航空・船舶・鉄道等利用交通機関の運賃、旅行日程に含まれる送迎バス
等の料金。旅行日程に明示した観光の料金（バス料金）、宿泊の料金・税・サービス料、食事の
料金・税・サービス料。手荷物の運搬料金、団体行動中の心付、添乗員付コースの添乗員の同
行費用。なお、
これらの諸費用はお客様のご都合により一部利用されなくても払戻はいたし
ません。
ご旅行の申込みと契約の成立時期及び旅行代金のお支払いについて

後

援

参加お申込みの際、当社所定の旅行申込書にご記入のうえ、記載の申込金をお支払い下さ
い。お申込金は旅行代金又お支払い込みの際差し引かせていただきます。
お電話等でお申込みの場合は、お申込み翌日から起算して3日以内に申込書を提出していた
だきます。旅行契約は当社が予約を承諾をし、申込書と申込金を受領したときに成立するも
のとします。旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって11日目に当たる日ま
でにお支払い下さい。
旅行条件の基準：この旅行条件は令和3年6月1日現在の運賃料金を基準としています。
お客様の状況によって、当初の手配内容に含まれていない特别な配慮、措置が必要となる可
能性のある方は、
ご相談させていただきますので、必ずお申し出ください。
取消料
契約成立後、お客さまの都合により契約を解除される場合、
または旅行代金が所定の期日ま
でにお支払いがなく当社が契約を解除した場合、旅行代金に対してお一人さまにつき次の料
率で取消料または同額の違約料をいただきます。なお、複数人数のご参加で、一部のお客さ
まが契約を解除される場合は、契約を解除されたお客さまから下記の取消料をいただくほ

か、
ご参加のお客さまから運送・宿泊機関等の（1台・1室あたりの）
ご利用人数の変更に対す
る差額代金を申し受ける場合があります。
取消料（お一人様）
区 分
⑴次項以外の募集型企画旅行契約
無
旅行開始日 ①21日前までに解除の場合
の前日から ②20日目（日帰り旅行にあっては10日目）にあたる日
旅行代金の
起算してさ
以降に解除する場合（③〜⑥に掲げる場合を除く）
かのぼって ③７日目にあたる日以降に解除する場合（④〜⑥に掲げる場合を除く） 旅行代金の

20%

料

④旅行開始日の前日に解除する場合

旅行代金の

40%

⑤旅行開始日当日に解除する場合（⑥に掲げる場合を除く）

旅行代金の

50%

⑥旅行開始後の解除または無連絡不参加の場合

旅行代金の 100%

30%

JAグループ鳥取
詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので、
事前にご確認の上お申込み下さい。
旅行企画・実施

お申込み・ツアー内容に関するお問合せ

6/4（金）10:00〜 申込受付開始 6/7（月）9:30〜 申込受付開始
WEB予約の場合

【クレジットカード払い専用】

観光庁長官登録旅行業第939号

JAでのお支払いのみ

株式会社 農協観光代理業

鳥取県知事登録旅行業者代理業第９号
（株）農協観光
Nツアーコールセンター JA鳥取いなば旅行センター

農協観光
ホームページ
24時間受付可能

農協観光 厳選ツアー

JAでのお支払い又は、
コンビニ支払い・お振込み希望

☎ 0570-076-888
検索

●営業時間 9:30〜17:30（平日）
（土・日・祝 休業）
国内旅行業務取扱管理者/西園哲子
Email callcenter01@ntour.co.jp

鳥取市湖山町東5-261
TEL.0857‑32‑1161
国内旅行業務取扱管理者／河本純一

鳥取県知事登録旅行業者代理業10号

倉吉市越殿町1409
TEL.0858‑23‑3054
総合旅行業務取扱管理者／青葉光輝

鳥取県知事登録旅行業者代理業8号

米子市東福原1-5-16
TEL.0859‑33‑8718
総合旅行業務取扱管理者／永見章子

JA鳥取中央旅行センター
JA鳥取西部旅行センター

※総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う支店での取引に関する責任者です。このご旅行に関してご不明な点がありましたらご遠慮なく上記の取扱管理者におたずね下さい。

山陰統括支店
松江市灘町1-7 松江プラザビル８F
総合旅行業務取扱管理者
河本宜明・前田隆宏

LINEの
「お友達登録」
でツアー情報
をお届け!!

